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過日行われました交流会は、創部

より 回目を迎える節目の交流会と

なり、担当する私共西部地区では重

要と位置付け、早くより発案・計画

を進めて参りましたのが、川越ハー

フマラソンでも協賛を頂いておりま

す、ぎょうざの満洲様の池野谷社長

をお招きしての経営術を学ぶ講演会

当日の講演は、冒頭にマラソン好

で御座いました。

きの社長のレース模様のスライドを

交え、プライベートにも真剣に取り

姿勢と伝わり、経営力向上に役立つ

組む一面が、何事にも全力投球する
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第 回交流会を終えて
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岡田 勝也さん

続いて本題に触れる経営セミナー

を楽しみつつ、飲料では小江戸鏡山

ガハハ
カイロプラクティック整体院

谷口 知久さん

この度、川越商工会議所青年部に入会させていただきました、ガ
ハハカイロプラクティック整体院の谷口知久と申します。何卒宜し
くお願い致します。
当院は、中央通り商店街にありまして2016年4月より整体業を営ん
でおります。
腰痛などの身体の不調によりお困りで症状の改善を本気でお考え
の方を対象に営業しています。私自身は25年前から新河岸駅付近に住
んでいますが、川越市内に足を運んだことは開業するまでほとんどあ
りませんでした。なぜ川越市街に来ることがなかったか。それは、知り
合いがいなかったことが、非常に大きいところと思います。今回入会
した背景には川越で営業する上で企業経営をしている先輩が欲しいと
いうことが多くを占めておりました。入会したことでもうすでに諸先輩
方にお世話になりました。一人で営業している為、中々青年部の活動
に集中できる環境ではありません。しかし、出来るだけ川越に貢献で
きることを見つけ行動していきます。青年部の常識というものがわか
っておりませんので、その度にご指導くださるようお願いいたします。

南部地区
株式会社高橋土建

高橋 薫さん

南部地区

この度入会させていただきました、株式会社高橋土建の高橋薫と申
します。どうぞよろしくお願いいたします。
当社は川越市を中心として、埼玉県内にて土木工事業を行っておりま
す。土木工事というと、
「うるさい」
「汚い」といったイメージが先行しが
ちですが、皆さんの生活を支える社会資本を整備・維持するとともに、
災害時には地域のために活動できるよう常に準備をしており、地域社会
に安心と安全をもたらせるようプライドを持って仕事をしています。
青年部については小江戸川越ハーフマラソンのお手伝いをさせて
いただいたこともあり以前から存じ上げておりましたが、入会後初参
加となった第50回交流会での出席者数と賑やかな雰囲気には少々ビ
ックリしました。これだけ大きな組織の中で何ができるかわかりませ
んが、様々な年代や業種の方々と時間を共にすることで自己や会社の
成長につなげていきたいと思いますし、何より地元川越の発展に貢献
することができれば幸いです。
約８年という限られた時間ではありますが、楽しく全力で頑張りた
いと思いますので、皆様のご指導をお願いいたします。

株式会社マイナビ埼玉支社

渡辺 創太さん
所長 磯谷 英一さん

 川越支部長


この度、川越商工会議所青年部に入会させて頂くこととなりまし
た株式会社マイナビ川越支部・支部長の渡辺創太と申します。既に
数回、青年部の会合にも参加し皆様に温かく迎えて頂き感謝してお
ります。今後も可能な限りイベントなど参加し盛り上げていけるよ
う頑張りたく思います。
現在マイナビ川越支部では主に新卒・転職・アルバイトの3つの領域
で採用戦略の立案や、提案、社内研修などをご提供しています。私ど
もが保有する採用市場情報などを、川越エリアの皆様にお届けし、「マ
イナビ」があたりまえにある存在となれるよう尽力してまいります。未
熟者ではございますが、商工会議所を通じ多くの方々と交流をできれ
ばと思っております。今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

（左から）店員に扮する榎並さん、池野谷社長、
ランちゃんに扮する白木さん

社 会 人一年 目に 仕 事の通 勤に 便 利

だからという安易な考えで、川越で暮

らし始めて早６年が経ちます。６年の

が、別の場所に引越しもせず、今も変

編 集 後 記
間に仕 事 を 変 えることもあり ました

わらず川越で生活しています。編集後

記のネタは何が良いだろうと思案に暮

れ、今までの川越での暮らしを振り返っ

生活ですが、川越を居心地の良い場所

た時、安易な考えで始まった川越での

そして同じように感じる若い世代が結

として感じていることに気付きました。

私の実体験だけでも、今年結婚し、

構いることをご存知でしょうか。

川 越に新居 を構 え生活 を始めた地元

https://kawagoe-yeg.jp/

の友人が２名います。何故なのか聞い

供を育てるのに適した環境であること、

てみると、医療福祉が充実しており子

都内へのアクセスも簡単であるという

若者に受けやすい理由を話していまし

昨年の小江戸縁結びは大盛況でした。

た。

商工会議所青年部の今までにない新し

い取り組みを通して、若い世代が暮ら

石川 隆之／山田 義隆／松ヶ角 尚人
黒田 龍也／栗原 弘志

情報発信室 黒田 龍也

⃝川越商工会議所青年部 会報誌
『鐘の音』第55号 平成29年8月28日発行
編集・発行責任者 川越商工会議所青年部
副部長 情報発信室 山口 貴正
⃝情報発信室
幹事：奥冨 将之／牛村 淳一

越を作り上げていきましょう。

登録事業者数 214社

（平成29年8月現在）

したいと感じる力強く未来の明るい川

TIME

川越商工会議所青年部
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桜英数個別塾
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PR
 榎並 和良 さん

霞ヶ関駅から歩いて 分、角栄商

店街内で学習塾を経営しておりま

す榎並和良と申します。当塾では小

学生から高校生までの生徒を対象に、

志望校合格を始めとした目標を叶え

るべく、「自分で考える力」を育む

まず、当塾ではノート指導に力を

方針で生徒指導をしております。

入れています。３色のペンを用途に

応じて使い分け、
「あとで見返した

くなるノート」の作成を指導します。

「普段のノート」を改善するだけで

授業は主に自立型学習システム

学習効率は大きく変わります。

状況・答案の間違いデータなどをシ

「すらら」を活用しています。学習

ステムを駆使して細かく分析し、そ

れを基に計画を立てるので、苦手分

https://kawagoe-yeg.jp/

酒造様からの利き酒コーナー、ＣＯ

ＥＤＯビール、マルケイトレーディン

グ様、東京キリンビバレッジサービ

ス様、川島屋様にも出店を頂き、メ

ンバー銘店の自慢の味に舌鼓しなが

ら歓談の一時を過ごし、会員による

会員の為の交流会は盛況なうちに御

開きとなりました。

末筆では御座いますが、皆様のご

協力を賜り、創部以来純メンバーで

が開催出来ました事、心より御礼を

は最多の参加者による節目の交流会

申し上げまして交流会の報告とさせ

とができます。教室には生徒 人に

野に集中した効率的な学習をするこ

つのブース・ホワイトボードを完

1

て頂きます。

 西部地区 副部長 久保田 徹
備していますので、苦手に合わせた

また「すらら」の英語はネイティ

細やか学習指導を提供致します。

ブイングリッシュです。普段から本

物の英語に触れる指導をしますので、

対策もお任せ下さい。

２０２０年の英語教育改革に向けた

どうぞ桜英数個別塾をよろしくお

願い致します。

1

様の体を作る大切な要素と捉え、安

心安全な素材選びは勿論、一部の野

菜に至っては自社栽培・生産まで行

う謂わば 次産業化を確立し、収益

性向上を図りつつ企業の社会的責任

をも果たす事が、現在のぎょうざの

又 、その事の裏 付けとして直 近

満洲のスタイルとお話し頂きました。

数年に亘り、増収増益、出店増数を

続けつつ、昨今、企業の課題とされ

る働き方改革の一つ「就業時間の短

縮」にも成功され、福利厚生の改善

と成長戦略を平行する実績を出して

いるとの事です。

さて懇親会ですが、ここウェスタ

ならではの持込箱バルを今宵も開催

させて頂き、今回の目玉はぎょうざ

の満洲様の 割うまいお話の後の餃

子を中心とした「中華料理のオード

ブル盛り」を初め、青年部メンバー

か ら は 、さ さ 川 様の「 和 膳 折 詰 」

を、洋食ではバックヤードカフェ様

ＥＤＭＡＮさんのバケット添え」を

の「小江戸黒豚のワイン煮込みＢＲ

出店頂き、和洋中それぞれの御料理

ぎょうざの満洲 池野谷社長 講演

謝辞にて

西部地区

はじめまして。有限会社甲陽の岡田と申します。
北陸新幹線の開業以降、埼玉県からのアクセスがしやすくなりま
した。石川県の加賀市で生まれ、昨年の９月に川越市民となりまし
て、同時に現事業所を立ち上げました。
有限会社甲陽は紙器製造業という業種です。紙から箱になるま
での課程である、デザイン、印刷、加工を一貫して行なっておりま
す。主なお客様はお菓子メーカー様が多く、商品の「顔」ともいえ
るパッケージを製造し、商品の付加価値を高めるお手伝いをさせて
いただいております。
事業所は川越市今福にあります。開設１年ほどになりますが、明る
く元気で活気のある会社になりたいと願い、日々奮闘しております。
しかしながら私自身、リーダーとしても、人生も、川越市民としても
未熟者であります為、川越商工会議所青年部では、多くの素晴らしい
先輩方の姿を見本にさせていただく機会が欲しいと願い、入部をさせ
ていただく経緯に至りました。今後、皆様と様々な活動に参加できる機
会を大変楽しみしておりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

平成18年（20 0 6年）5月29日
設立。川越に集う青年経済人に
「互いの知性や感性を磨き合い、
新たな 発 想や 活 力を生み出す
場」を提供することを目的とし、
次代の川越商工会議所と川越市
経済界、そして埼玉県西部地域
の更なる発展を推し進めていく
ことを念頭に活動をしています。

6

新入部員紹介

有限会社甲陽 埼玉営業所

川越商工会議所青年部とは

3

New Face

南部地区

Kane-no-ne

と知らされた所で御座います。

では、 代目社長として目を付けた

のが数字を見直す事、具体的には売

上に対する原価 率の目標との乖 離

が約８％、ここに着目し、是正され

れば全てが利 益に結び付けると考

え、正直な商いを中心に経営してき

た創業者である御父様の理念に加え、

徹底した管理システムを構築、結果

０・３％程度まで乖離を縮め、十分

な成果を上げていると言うものでし

た。

尚、最新の取り組みとしては、お

客様の台所として、シンプル且つ飽

きの来ない素材・味付け、気取らな

い明るい店内造り、特に素材はお客

2

川越商工会議所青年部会報誌

鐘の音

活
性化室とは

活性化室担当
副部長 須
賀

栄治

くよう活性化室員一丸となって取り組
みました。
６月の交流会案内では、さらに効
果を上げるため未開封を防止するよ
うに透明封筒を採用。一目で青年部の
案内と分かる工夫を施しチラシもカ
ラーにしました。
西部地区の企画力とスルーされず
開 け た く な る工 夫の 相 乗 効 果 で 約
１３０名のご参加を頂き少しはお役
に立てたのかも知れません。
これから も 会 員一人一人にス ポッ
トを当て、個人が生きる青年部、川
越の経済人として活躍でき、切磋琢
磨し感性を磨き上げる活動に興味を
持って参加して頂けるようチラシ作り
に留まらず、活性化室は青年部が更
なる進化を遂げるよう考え、次のス
テップに進んで参ります。乞うご期
待ください。

マ
ラソン報告
情報発信室担当
副部長 山
口

貴正

また、７月７日（金）には第２回
正副部長会議、７月 日（水）には、
第２回実行委員会と会が進むにつれ
着々と準備が進んでおります。
今年の大会からタイムを計測する
チップが使い捨てに変更されること
により、ナンバーカード（ゼッケン）
が事前郵送となります。いくつかの
大会では既に実践されているそうで
すが、これが何を意味するかといい
ますと… 前日当日に行っていた受
付が無くなり当日に参加賞を渡すだ
けになりました。
（ 参 加 賞の 詰 め 込
み作業はあります）受付担当を経験
されている方にしかわからないかも
しれませんが嬉しい変更点です。

６月初旬～７月現在

題に選んだのは出席者数（率）の向
上でした。
現在青年部会員数は２１３社
そのうち交流会参加企業は毎回平
均 社前後という実に半数を超える
メンバーが休眠状態という事実に着目
しました。
半数以上の休眠メンバーがどうし
たら参加したくなるのか、参加しや
すい環境作りとは…
取り組んだのは２月まで内容のみ
のダイレクトメールの刷新。
案内を４月の南部地区担当例会か
ら案内文＋チラシにしました。
チラシにはキャッチコピーや写真を
前面に打ち出し、交流会担当者の思
いを正確に受け取り、伝えたいことを
最大限に引き出すように、時には激
論を交わしました。
皆様の脳を刺激し、参加意欲が沸

５名

新たに設立された活性化室を担当
させていただくことになりました担当
副部長の須賀栄治です。
活性化室って何なのか？
誕生の狙いとは？
取り組まなくてはならない課題の
模索…。未知の領域に踏み込む私達
がすべきことは、新企画なのか、イベ
ントなのか…
皆で話し合い、最初に取り組む課

チラシの効果測定

早いもので小江戸川越ハーフマラ
ソン２０１７大会開催まで約３か月
となりました。皆様にはなかなか大
会が近づいているという実感は正直
まだ薄いとは思いますが、刻々とそ
の時は近づいております。
６月 日（月）にはポスターのプ
レゼンが今年も埼玉県立川越工業高
等学校のデザイン科の皆様のご協力
をいただきまして行ないました。今
回 も「 ポ ス タ ー」
・
「 プロ グ ラ ム 」
・ 
「ＱＵＯカード」の３種のデザイン
を 使 わ せ て い た だ き ま す。 私 も プ
レゼンに参加させていただきました
が、本当にどれも素晴らしい作品で
ありました。

６／10

今後とも青年部ゴルフ部をよろし
くお願い致します。

活性化室

ルフ同好会活動報告

６名

ゴ

東部地区会見学

智之

７／10

西部地区所属
副会長 山
田

交流推進室

いと現役青年部員一同勉強させていた
だきました。
また、２位は藤井さんでスコアが
の３オーバーで、１番叩いた人のス
コアが１３５でしたが、ハンデがいく
つ付くのか最後の順位発表まで分か
らない新ぺリア方式なので、楽しいゴ
ルフコンペとなりました。また、言う
までもありませんがコンペ後の懇親会
も多くのメンバーで大盛況に終わりま
した。
あくまでも青年部ゴルフコンペは順
位やスコアの良し悪しで無く、会員同
士の親睦を深めるのが第一であり、同
じ組で回った人同士では凄く良い繋が
りが出来たと思います。
最後になりましたが、上手い下手
関係無く楽しい青年部ゴルフコンペを
きっかけに「まだゴルフを始めたばか
り」という方や「これから始める」と
いう方も是非参加して頂けたらと思
います。

８名

去る７月８日（日）に第 回川越
商工会議所青年部ゴルフコンペが川越
グリーンクロスにて開催されました。
天候は、もはやゴルフ部ではなく修行
部ではないかとの声があがるほどの猛
暑の中、青年部ＯＢの参加者を含め
総勢５組 名で開催されました。
青年部ＯＢに置かれましては、前
日に青の会の懇親会が有り、体調を
崩されないか、 ホールの全て回れ
るかと心配でしたが、そんな心配も
よそに現青年部よりも元気で、今回
のコンペ優勝者はＯＢの井原さんで、
３位もＯＢの横田さんでした。青年
部ＯＢの元気を見習わないといけな

鐘の音、HP、マラソン協賛等

回）

７／３

回交流会（第

情報発信室

次

13名

次回、私たち北部地区が担当する、
第 回交流会は、
「イーグルバス株式

10月担当交流会等打合せ

栗原 弘志

７／18

OB交流



23名

ジネスを発展させてこられました。
また、自らの企業のみならず、市
場である地域全体の発展にも目を向
け、様々な地域活動を通じてその発
展に尽力されてこられました。
こうした様々な経験から生まれた
考察やビジョンは、必ずや会員の皆様
に多くの学びや気づきを提供できる
と共に、会員企業様の発展の一助にな
ると考えます。
平成 年 月 日（水）午後６時
分～ ラ・ボア・ラクテにて開催予
定です。
北部地区一同、多くの方のご参加を
お待ちしております。

ダーツ大会

https://kawagoe-yeg.jp/
https://kawagoe-yeg.jp/
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６／21

25

12名

会社」の代表取締役社長、谷島 賢様
をお迎えして、テーマを
「ニーズを狙え！」
～ ビジネスチャンスはここにある～ 

親睦会

10

第52回交流会について

と題して、講演会を行います。
谷島賢氏は、様々な工学的手法に
より多くの情報を集め、それらをき
め細かに分析することで「見える化」
を促進、そこから抽出した顧客ニーズ
に人間力を活かして対応することでビ

南西合同

行部報告

いの少ない私にとっては、修行中に会
話できなかった方達との交流がありま
した。久保田さんがやさしく、話し
やすい方で安心しました。
また、一年後に企画されると思いま
すので、ぜひ多くの方に参加していた
だきたいと思います。
どうぞ今後とも修行部をよろしく
お願い申し上げます。

２

23名

45

親睦会

52

ドッジボール大会

去る２０１７年６月 日に、修行
部が秩父『三峯神社』にて滝修行を
行いました。
昨年より始まり、第二回目となる
『禊の会』は総勢 名が参加し、笑顔
と悲鳴が交錯する時間の中で、無事
終えることができました。
私自身はご近所の方に誘われ、訳も
分からず、気軽に初参加いたしました。
慣れない早起きと、普段の運動不
足の中、久々の登山をし、体力を消
耗した後に、褌姿になり、その一連が
とにかく苦痛でありましたが、冷水に
浸った瞬間に全てが快感になりました。

鐘づくり

ダーツ大会

修

冷たさを感じなくなるほど全身が
麻痺する感覚は、日常生活では味わ
えないです。
自分に打ち勝つとか、精神統一をし
て身を清めるとか云われることが、何
となく分かるような気がします。
入水後は下山し、三峯神社にてお
祓いをしました。皆、神妙な面持ち
でそれぞれの願い事を祈願したと思い
ます。そのお札を食
堂に置き忘れるとい
うハプニングもあり
ましたが、皆はそれ
を笑顔で受け入れる
という、心が広い人
達をきっと神様が試
されたと思っていま
す。
川越に戻り、幸す
しさんにて下山講を
行い、とかく知り合

いう諺もございますので、来年は是
非、あなたも応援参加をしてみては
如何でしょうか。
情報発信室幹事 牛
 村

６／21

南部地区・情報発信室所属

私自身、都市対抗野球の観戦は２
度目になります。一昨年には家族で
観戦させて頂きました。都市対抗野
球とは何ぞやという方の為に説明を
しますと、都市対抗野球というのは
簡単に言えば社会人野球の頂点を決
める 言 わ ば、大 人の甲 子 園（ ん？）
１９２７年から続いている由緒正し
い 大 会 な の で あ り ま す。 特 に チ ア
リーディングによる応援合戦が素晴
らしい！ 点 が入るとセガの名 作、
サクラ大戦の主題歌で応援するなど
多種多様かつ力強い応援でした。

川越商工会議所 青年部

今回のコラムでは小江戸川越ハー
フマラソンの御協賛企業セガサミー
ホールディングス株式会社様の第
回都市対抗野球大会の応援活動につ
いて書こうと思います。
７月 日 東京ドーム 第二試合
セガサミー 対 JR 西 日 本、蒸 し 暑
い日曜日でした。
前々日に山口副部長からのありが

試合内容はセガサミー様は毎イニ
ングごとに投手を変える大胆な戦法
で 強 豪の JR 西 日 本に 食いつき ま

淳一

たい電話により応援要請を頂きまし
て、
（ 山 口 副 部 長 は 息 子 さ んの 野 球
応援の為欠席）須賀副部長、奥富幹

まいました。百聞は一見にしかずと

24名

第14回川越商工会議所青年部ゴルフコンペ

したが、惜しくも６対８で敗れてし

第51回交流会について
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事、小作さん、松ヶ角さんと私の５
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14

人編成にて急きょ駆け付けました。

17名
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44名
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大会ポスターのプレゼン
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７月の各地区・３室活動状況報告

19

22

鐘の音
第55号 平成29年8月28日発行
第55号 平成29年8月28日発行

鐘の音

